２次元コードから詳しい情報が見られます。

４月 23 日は
子ども読書の日
「子ども読書の日」は、子どもの
読書活動への関心と理解を深めると
ともに、子どもが積極的・自主的に
読書活動を行う意欲を高めるために
定められています。
また、４月 23 日〜
５月 12 日は「こども
の読書週間」です。こ
の機会に、子どもと一
緒に読書を楽しんでみませんか。
上野図書館や各図書室では、年間
を通して「本の読み聞かせ」などの
イベントを企画しています。ぜひご
利用ください。
【問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 ℻ 22-9692

離乳食教室
【と き】
5 月 18 日㈫
午後１時 30 分〜３時
【ところ】
ハイトピア伊賀 ４階多目的室
【内 容】
離乳食前期（１〜２回食）の話・
離乳食の調理
【持ち物】
母子手帳・筆記用具・エプロン・
三角巾・手ふきタオル
【定 員】
先着６人
【申込方法】 電話
※託児を希望する人はご相談ください。
【申込受付開始日】
４月 21 日㈬
【申込先・問い合わせ】
健康推進課
☎ 22-9653 ℻ 22-9666

介護保険料の仮徴収額
通知書をご確認ください
65 歳以上の人を対象に、４月か
ら８月分の介護保険料仮徴収額を算
定し、その通知書を４月 13 日㈫に
発送します。保険料は必ず納期限ま
でに納入してください。
口座振替の場合は指定の口座から
納期限日に振り替えます。
特別徴収を継続する人には、今回
の通知書は発送しませんが、徴収額
に変更がある人には、変更通知書を
発送します。
なお、年間保険料額は７月に確定
し、改めてお知らせします。
【問い合わせ】
介護高齢福祉課
☎ 26-3939 ℻ 26-3950

就学援助制度
経済的な理由で、学用品費や給食
費など学校でかかる費用にお困りの
人に、学校へ納入した費用の一部を
市が援助します。
※希望する場合は申請が必要です。
※年度ごとに認定するため、前年度
から引き続き援助を希望する場合
も申請してください。
※生活保護受給者は、重複する内容
の援助は受けることができません。
【対象者】
市内の公立小・中学校に在籍する
児童・生徒の保護者
※所得制限があります。
【申請先】
在籍する小・中学校
【支給時期】
年３回（７月・12 月・３月）に
分けて支給します。
【問い合わせ】
在籍する小・中学校
学校教育課
☎ 22-9648 ℻ 22-9667

「広報いが」の点字版・録音
版を発行しています

希望される場合はお問い合わ
せください。
【問い合わせ】 障がい福祉課
☎ 22-9657 ℻ 22-9662
shougai@city.iga.lg.jp

いがオレンジカフェ
認知症の人やご家族、認知症に関
心のある人、地域の人など、誰でも
参加できるカフェです。「認知症に
ついて知りたい」「相談したい」「仲
間を作りたい」という皆さん、ぜひ
お越しください。
【と き】
４月 13 日㈫ 午前 10 時〜正午
※午前 10 時 30 分から健康体操や
脳トレなどのミニイベントを行い
ます。（20 分程度）
【ところ】 ハイトピア伊賀
４階健康ステーション
【問い合わせ】
地域包括支援センター
☎ 26-1521 ℻ 24-7511

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」
認知症の人を介護する家族の情報
交換の場です。
【と き】 ４月 27 日㈫
午後１時 30 分〜４時
【ところ】
本庁舎 ２階会議室 202
【料 金】 200 円（認知症の人は無
料。家族の会会員は 100 円。）
※認知症の人が参加する場合は、事
前に連絡してください。
【問い合わせ】
地域包括支援センター
南部サテライト
☎ 52-2715 ℻ 52-2281

い！
た
り
知
もっと
伊 賀 のこと
毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
問題 上野高校明治校舎の建物
の様式は、（
）といわれてい
ます。
①和風
②洋風
③和洋折衷
④擬洋風
（答えは 33 ページ）
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※申し込みの記載がないものは申し込み不要です。

健康・福祉

三重大学伊賀連携フィールド
市民講座
忍者・忍術学講座（前期）
「三重大学の忍者研究」
※原則、三重大学国際忍者研究セン
ター公式 YouTube チャ
ンネルでの動画配信によ
る講座です。
【と き】
４月
演題：謎の忍術家は実在した！
―近現代の知られざる忍術家たち―
講師：国際忍者学会運営委員
酒井 裕太さん
５月
演題：島原・天草一揆と忍者
講師：三重大学人文学部教授
山田 雄司さん
６月
演題：
『万川集海』の伝本研究と
成立・流布に関する考察
講師：Ninjack 編集長
福島 嵩仁さん
７月
演題：藤堂藩伊賀者貝野家文書の
研究
講師：三重大学国際忍者研究センター
准教授 高尾 善希さん
８月
演題：ここまでわかった忍者の文
学史
講師：三重大学人文学部教授
吉丸 雄哉さん
９月
演題：尾張藩の忍者
講師：三重大学大学院人文社会科
学研究科修士課程 郷原 匠さん
※動画配信日など講座に関する詳し
い情報は、三重大学国際忍者研究
センターホームページをご確認く
ださい。
【問い合わせ】
三重大学国際忍者研究センター
☎ 0595-51-7154
総合政策課
☎ 22-9623 ℻ 22-9672
ユ ー チ ュ ー ブ

子育て・教育
イベント・講座

にんじゃっく

お知らせ

子育て何でも問い合わせ窓口
子育てに関する手続き
や、気になることなど、
気軽にお問い合わせく
ださい。
【問い合わせ】 こども未来課
☎ 22-9654 ℻ 22-9646
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昼下がり／夕暮れ
ミニコンサート出演者募集

生涯学習講座
◆悠々セミナー（全８回）
科学・医療・人権など、幅広く学
びます。
【と き】
６月〜令和４年３月のおおむね第
３火曜日 午後１時 30 分〜３時
【定 員】 60 人

合唱、合奏、軽音楽など、日頃の
練習の成果を披露したい人は、この
機会に出演してみませんか。
【と き】
５月〜 12 月の土曜または日曜日
で、午後２時〜２時 30 分・午後５
時〜５時 30 分のいずれか。
【ところ】
イングリッシュ
◆体を使って脳トレ English（全５回）
大山田公民館
歌やリズムに乗って日常の英会話 【対象者】
を学びます。
市内で活動している団体・個人
講師：堀川 郁子さん
【申込方法】
【と き】
団体名・代表者の住所・氏名・電
６月〜 11 月の第２火曜日
話番号を下記まで。
午前 10 時〜 11 時 30 分
【申込先・問い合わせ】
【定 員】 30 人
大山田公民館
☎ 46-0130 ℻ 46-0131
ooyamada-cc@city.iga.lg.jp
◆ダンスフィットネス教室（全５回）
ラテン音楽のリズムに合わせて運
動します。
講師：田畑 直美さん
【と き】
５月〜 10 月の第３水曜日
午後２時〜３時
【定 員】 30 人
ズ

ー

ム

※すべての講座で Zoom によるオ
ンライン参加ができます。（各講
座 50 人）
【ところ】 ハイトピア伊賀
５階多目的大研修室
【対象者】
市内在住・在勤の 18 歳以上の人
【申込方法】
生涯学習課・各地区公民館・上野
支所管内の公民館分館にある申込書
に必要事項を記入し下記まで。市
ホームページからもダウンロードで
きます。
【申込期間】 ４月７日㈬〜 23 日㈮
午前９時〜午後５時
※定員を超える場合は、抽選により
受講者を決定します。
【申込先・問い合わせ】
生涯学習課
☎ 22-9679 ℻ 22-9692
※土・日曜日は生涯学習センター
（☎ 22-9801）

人権啓発パネル展
◆人権政策課 人権啓発パネル展
「高齢者の人権」
「障がい者の人権」
【と き】
４月１日㈭〜 28 日㈬
【ところ】
本庁舎 ３階
【問い合わせ】
人権政策課
☎ 22-9683 ℻ 22-9684
◆寺田市民館 じんけんパネル展
「身元調査と部落差別」
【と き】
４月１日㈭〜 28 日㈬
※開館延長日 13 日㈫・20 日㈫
【ところ】
寺田教育集会所 第１学習室
【問い合わせ】
寺田市民館
☎／℻ 23-8728

